が安心して生活できるよう見守り
（安
否確認）
支援などを行う事業を実施。
拠点の名称は
「み・まも～れ幸町」
。
千葉市から委託を受けた千葉県社会
福祉士会が派遣する社会福祉士（主
任）が団地内の集会所に週５日常駐
し、地域の関係者と連携、
また訪問員
や地域のボランティア
「安心協力員」
が計画的に訪問し、安否確認、生活上
のアドバイスなどを行うことで、高齢
者の孤立化を防いでいる。

事例２

（稲毛スカイタウン）
タウンマルシェ

稲毛区西部に位置する約８００戸の集合住宅、稲毛ス
カイタウン。自治会が中心となって生鮮野菜等を生産
者から直接仕入れ
「タウンマルシェ」
という名称の朝市
を毎週日曜日に実施。朝市以外のタウンカフェやタウン
パトロール事業なども安心安全な街づくりや多層的な
支え合い体制づくりの一環として実施されている。

東日本大震災復興支援

千葉市内

千葉県内

福島県へ

岩手県へ
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今号の主な内容
１面 ３．
11 ～大震災から１年～
２面 Ｃｌ
ｏｓｅ ｕｐ 地区部会

３面 赤い羽根共同募金のお礼
ハーティちゃん tea room

４面 情報ぷらっとほーむ
ご寄付のお礼、賛助会員紹介

事例３

磯辺福祉協力員ネットワーク

（千葉市社会福祉協議会 磯辺地区部会）

美浜区磯辺地区は人口約１万８千人、
７千世帯で高齢化率２５％
の地域。ここでは、
「磯辺福祉協力員ネットワーク」
という活動を行
っている。福祉協力員は民生委員と連携し、高齢者や障害を持つ
人を対象として、身近な地域の中で見守り・声かけを行うボランテ
ィアで、
東日本大震災でもいち早く安否確認を行った。

震災から１年、支援活動をとおして支え合いの大切さを改めて感じることとなりました。
皆様からの温かいご支援・ご協力に感謝申し上げます。

帰宅困難児童対応

【３月11日～12日】

交通遮断により保護者が帰宅困難になった子どもルーム利用児童の安全を確保しました
（子どもルーム運営事業）

独居高齢者の安否確認

【３月12日】

民生委員・児童委員の協力により独居高齢者の無事を確認しました （千葉市民生委員児童委員協議会事務局）

災害ボランティア
情報支援センター開設

【３月12日】

千葉市ボランティアセンターに災害ボランティア情報支援センターを開設し災害ボラ
ンティアに関する情報収集・発信を行いました

救援物資の受付支援

【３月19日～25日】
【４月２日～６日】

千葉市赤十字奉仕団、千葉市ボランティア連絡協議会とともに千葉市救援物資受付業
務を行いました

美浜区磯辺地区土砂片づけ
ボランティア実施

【４月23日～24日】

美浜区磯辺地区の液状化により、土砂堆積した被災者宅の土砂片づけボランティア活
動を行いました

生活福祉資金貸付業務支援
浦安市社協へ

【３月17日～18日】

千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時相互支援協定に基づき、浦安市で、生活福祉資
金貸付業務を行いました

災害ボランティアセンター支援

【３月19日～４月23日】

関東甲信越静ブロック都県指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協定に基づき、会津若松市で、
災害ボランティアセンターの開設・運営を行いました

生活福祉資金貸付業務支援

【４月３日～４月９日】

関東甲信越静ブロック都県指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協定に基づき、会津若松市で、
生活福祉資金貸付業務を行いました

生活支援ボランティアセンター支援

【６月13日～８月31日】 関東甲信越静ブロック都県指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協定等
【９月５日～10月29日】 に基づき、会津若松市で大熊町生活支援ボランティアセンターの運営を行いました

ボランティアバスCHIBA･GO！ 【９月23日～９月26日】
東日本大震災義援金

【３月15日～】

義援金等
寄付金等

1

社協

なっており、
１人暮らしの高齢者など

取り組む先進的な事例が紹介さ
れました。
本会では、日ごろより、地区
部会を中心に小地域福祉活動の
活性化を図るため、地域の福祉
課題の把握、地域に根ざした企
画提案、各種ネットワークを繋
ぐ総合的支援体制づくりを進め
ています。
ボランティア活動の活性化、
将来のための担い手の確保・育
成など、地域コミュニティの力
を深めていくため、地域福祉活
動への皆様の積極的な参加をお
願いいたします。

２丁目地区では、高齢化率２２．
４％と

地域コミュニティの力

これらの活動を通じ、改めて
地域コミュニティの大切さを感
じ入るところとなりました。
高齢化や人間関係の希薄化が
進む中で、安心して暮らせるま
ちづくりは災害時の備えにつな
がるともいわれ、震災以降、見
守りや支え合い活動など地域の
絆づくりへの関心はますます高
まってきています。
このようなことから、本年２
月５日、地域で支え合い、助け
合う仕組みづくりを考える「千
葉市地域支え合い体制づくりシ
ンポジウム」（千葉市主催・本
会後援）が千葉市民会館で開催
されました。
講演は、『コミュニティでの支
え合い～「つながり」から「お
たがいさま」へ～』をテーマに
行われ、その後のパネルディス
カッションでは、地域の多様な
力を結集し、地域課題の解決に
約６千戸の大規模団地である幸町

～地域支え合い体制づくりシンポジウム～

震災から１年、未曾有の大災
害となった東日本大震災の復興
を願うイベントなどが各地で開
催されています。
昨年３月、本会では、４月か
ら始まる第２期地域福祉活動基
本計画の基本理念である「共に
手を携える福祉社会の実現に向
けて」、新たなステップを踏み
出そうとしているまさにその時、
震災は発生しました。
本会では、震災発生後、市内
において災害ボランティア情報
支援センターを開設、美浜区で
土砂片づけボランティアなどを
実施しました。一方、福島県会
津若松市では災害ボランティア
センターを開設するとともに同
市へ福島県大熊町から避難して
きた方々への生活支援を実施し
たほか、
ボランティアバスを岩手
県陸前高田市へ運行するなどの
復興支援に取り組んできました。

事例１ み・まも～れ（幸町団地）

千葉市社会福祉協議会

だよ り

3.11

～大震災から１年～

社会福祉
法
人
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【３月22日～】

陸前高田市へ
「ボランティアバスCHIBA・GO！」
を運行し、資材の整理やゴミの撤去
などのボランティア活動を行いました

▲土砂かきボランティア

▲つながっぺおおくまの当時の掲示板

皆様から、お預かりした東日本大震災義援金につきましては、共同募金会及び日本
赤十字社を通じて被災地へお届けしています
（千葉県共同募金会千葉市支会事務局・日本赤十字社千葉県支部千葉市地区本部事務局）
皆様から、ご寄付いただきました寄付金、寄付物品は被災者の復興支援に役立たせて
頂きました
―東日本大震災に際し本会へ寄付金などのご支援をいただい方々―
▲想いを旗に
株式会社東急コミュニティ千葉支店 広島容器株式会社 在日朝鮮千葉県千葉地域商工会
千葉市医師会 千葉市歯科医師会 千葉市薬剤師会 名古屋市社会福祉協議会 北九州市社会福祉協議会
広島市社会福祉協議会 大阪市社会福祉協議会 神戸市社会福祉協議会 福岡市社会福祉協議会
（順不同・敬称略）

この広報誌は赤い羽根共同募金の
配分金がつかわれています。

このコーナーでは、地区部会
活動の現場を訪問し、その取り
組みや活動の様子をレポートい
たします。
今回は、検見川地区部会、
小中台東地区部会です。
子など年代を問わず、また障
害を持つ方も気軽に集い、日
常の何気ない話題から困って
いることまで、色々と話し合
えるような場づくりを目指し
ています。

検見川地区部会

みんなでつくり上げる
地域の「お茶の間」

地区部会

今回は、検見川地区で初めて
のサロンを立ち上げる検見川地
区部会を取材しました。
今、サロンを立ち上げるにあ
たっての思いと活動を支える地
域の方々のつながりについて、
副部会長の林さんほか、ボラン
ティアスタッフの方々にうかが
いました。

うかと、話し合いが盛り上が
りました。畳の間での開催や 地域における福祉ニーズを見据えて
おそろいのエプロンなど、み
～小中台東地区部会のこれから～
んなで考えて工夫しました。
開設場所の確保もとても悩み
小中台東地区部会
ましたが、まずは誰でも知っ
ている公民館がよいというこ
小中台東地区部会は、昭和
まで培ってきた知識と経験をも
とになり、館長さんの理解も
年
に
設
立
さ
れ
た
小
中
台
地
区
部
会
っている方が多くいらっしゃる
あって、毎月１回サロン会場
を
、
平
成
年
に
東
西
に
分
割
し
て
と思うので、見守りをされる側
として部屋を貸していただけ
設立された、概ね６，０００世
という受け身ではなく、持って
ることになりました。また、
帯
を
有
す
る
比
較
的
大
き
め
の
地
区
い
る
チカラを地域福祉活動に役
スタッフもみんな仲がよく、
部
会
で
す
。
立
て
てほしいということも感じ
楽しんでやってくれています。
現
在
、
小
中
台
東
地
区
部
会
で
は
て
い
ました。
そんな地元のみなさんの支援
部会長を中心に、民生委員や福
それに加え、現状では数少な
が大きな力になりました。
祉
活
動
推
進
員
と
と
も
に
「
ふ
れ
い役員で地区部会活動を進めて
Ｑ これから、どのような活動

あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
」「
ふ
れ
あ
いく中で、担い手が少ないため
にしていきたいですか。
い・子育てサロン」など、従来
に様々な負担を抱えているとい
Ａ 参
 加者の皆さんから提案い
か
ら
の
ふ
れ
あ
い
事
業
の
実
施
に
加
う問題があるので、それらを少
ただいた意見を取り入れ、居
え
、
今
年
度
か
ら
“
地
域
で
子
育
て
しでも解消できればと思い、応
心地の良いサロンをみんなで
を考える”ことを目的とした
募してみようと考えました。
つくりあげ、そしてそれが住
『地域社会ふれあい講座』の実
事業概要としては、２つの事
みよい検見川のまちづくりに
施や地域の子どもを対象とした
業を申請しましたが、１つ目は
つながれば、と思っています。
「作って遊ぼう 夏休み工作」
高齢者へのゆるやかな見守り活
「伝承遊び」の実施など、活発
動の一環として、最近多くの地
に事業を進めています。
域で取り組まれている「安心カ
また、「千葉市地域支え合い
ード 救急医療情報キット」と
体制づくり事業」に応募・採用
同様のものを地域の高齢者に民
され、新たな地域福祉活動を進
生委員さんを通じて配布しまし
めていくため、事業を展開して
た。この配布については、民生
いるところです。
委員さんに多くのご協力をいた
今回は、地区部会長の鈴木惠
だきました。ありがとうござい
和子さんと事務局長の渡邉早苗
ます。
さんに、千葉市地域支え合い体
２つ目は、地域福祉活動を進
制づくり事業に応募したきっか
めるにあたって、先ほどのきっ
けと事業概要、今後の地区部会
かけでもお話ししましたが、高
活動の展望や小中台東地区部会
齢者をはじめ、地域には様々な
の将来的な目標などを伺いたい
チカラを持った方がまだまだい
と思います。
らっしゃると思います。その方
当日は、開催初日にも係わら
ずたくさんの方が集まり、サロ
ンでやりたいことなど、積極的
に意見を出してくれていました。
聞けば、この地区は検見川神社
を中心とした古くからのまちな
ので、地域のお年寄りの中には
小学校から同窓という方も多い
のだそうです。普段から地域活
動に協力的だという公民館長さ
んも挨拶に見え、「普段のサー
クル活動とはちがう活動がで
き、新鮮です。近所の方に声を
かけていただいて、広めて欲し
い。いつでも開けて待っていま
す。」と力強い激励の言葉をか
けていただきました。このよう
な地元の方々の応援も、検見川
地区が自然に培ってきた地域の
つながりだと感じました。

20

60

Ｑ は
 じめに、既に事業は動き
始めていますが、「千葉市地
域支え合い体制づくり事業」
に応募してみようと考えたき
っかけと事業概要を教えてく
ださい。
（渡邉事務局長）
きっかけとしては、地域の中
に高齢者の方が増えてきた中で、
高齢者の見守りということがこ
れから必要になってくるだろう
と感じていました。
また、高齢者であっても今日

真剣に地域のことを話し合います

Close up
Ｑ 検
 見川地区で、初めてサロ
ンが誕生するとのことですが、
どのようなきっかけで立ち上
げに取り組まれたのでしょう
か。
Ａ こ
 れまでも、気軽に立ち寄
れて、ほっと一息つけるよう
な「地域の居場所」があれば、
Ｑ 立
という思いが常にありました
 ち上げまでに苦労された
がなかなか実現するきっかけ
ことや、工夫した点はありま
がありませんでした。今回助
すか？
成金をいただいて地区部会全
Ａ 全
 く手探りの状態からでし
体で「災害時要援護者台帳」
たが、まず好事例のサロンを
の作成に取り組み、要援護者
視察しようということになり、
の方の情報の把握を行いまし
鴨川市の東条地区のサロンに
た。その際、訪問するだけで
おじゃましてきました。和や
なく、地域の方々との日頃の
かな雰囲気の中、参加者みん
交流の中から自然に情報が入
なが何か持ち寄ったり、得意
ってくるような場が必要だと
の漬物のレシピを教えあった
感じ、それがまさに居場所で
り、サロンの歌を合唱したり
あるサロンだと考え、取り組
と、楽しい時間を過ごされて
みはじめました。
おり、私たちも時の経つのを
Ｑ こ
忘れるひと時を過ごしてきま
 のサロンの一番の特長は
した。視察に同行した者は皆、
何ですか？
様々なことを持ち帰り、我が
Ａ こ
 れまでのサロン活動の枠
地区ではどのような形にしよ
にとらわれず、お年寄りや親

笑顔の中 和やかな雰囲気で

おそろいのエプロン姿のスタッフの皆さん
話が盛り上がります

クローズアップ

たちが地域福祉活動に興味をも
っていただけるよう、ご自身の
お考えを発信していただけるよ
うな場の提供をしています。地
域福祉活動の問題点を見つけ出
し、地区部会の中でともに活動
し仲間になっていただけるよう
な、“あなたの力が地域の力”と
題した講座開催などを実施して
います。

Ｑ 今
 回、新たな試みとして
「千葉市地域支え合い体制づ
くり事業」の補助金を活用し
て「安心カード 救急医療情
報キット」の配布や「地域福
祉活動の担い手育成」などの
事業を実施していますが、地
域の方々から何か反響はあり
ましたか。
（鈴木部会長）
「安心カード 救急医療情報
キット」の配布に伴い、多くの
自治会の方にキットについて興
味をもっていただき、自治会に
よっては高齢者に限らず、日頃
の見守りなどが必要な方に対し
て自治会独自で同様のものを配
っているところが出てきて広が
りを見せています。
地域福祉活動の担い手を発掘
する講座については、地域福祉
活動への自分の考えを話すこと
ができる良い機会であるという
ことや、様々な活動事例やなぜ
活動が必要なのかなどについて
考える良い講座であり、地域福
祉活動に参加しても良いという
お話をいただきました。

Ｑ そ
 の他に様々な事業を実施
しており、活発な活動をおこ
なっていますが、今後の地区
部会活動の展望を教えてくだ
さい。
（鈴木部会長）
今後の展望としては、先日、
自治会の皆様を対象にアンケー
トを実施しました。その結果と
して、高齢者に限らず、障害者
や子どもを含めた居場所づくり
やそれらの見守りについて取り

Ｑ 最
 後に、「小中台東地区部
会のエリアをこのようにして
いきたい」など、将来的な目
標はどのようにお考えでしょ
うか。
（鈴木部会長）
「わが心の古里稲毛 一人の
人を大切に 共々に手を携えて
一人ひとりが輝ける町」を常に
考えながら、心のバリアフリーも
忘れずに、
何十年かかかるかもし
れませんが、
安心して暮らすこと
ができる、思いやりのあるあたた
かいまちにしたいです。
（渡邉事務局長）
自分の歩いていける範囲に自
分の居場所があるような、また、
小地域でいろいろな課題を自分
たちで解決できるような、みん
なで支え合えるようなまちにし
たいです。

組んでいきたい。
さらに現在実施している高齢
者を対象にしたサロン、子ども
を対象にしたサロンそれぞれの
拡充や伝承遊びや様々なテーマ
で実施するふれあい講座も充実
させていきたいと考えています。
また、広報紙の発行回数も増
やして地区部会活動のＰＲに努
めていきたいし、
災害時の対応の
ため、日頃から自治会や民生委
員さんとのネットワークなど、横
の連携を構築していきたいです。
地域住民同士が交流できる場
も設定し、
自然と助け合いが行わ
れるようなコミュニティづくりも
していきたいと思っています。

伝承遊びは大人も夢中！
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―募金活動風景―

「赤い羽根共同募金」へのご協力
ありがとうございました！

★平成23年10月9日
（日）
ＪＲ千葉駅前及びそごう千葉店前にて、
とんでけ！たんぽぽの会（児童約60名）
による募金活動を行いました。

★平成23年11月30日
（水）
ＪＲ千葉駅前及びそごう千葉店前にて
光風台三育小学校（児童約45名）によ
るトーンチャイムやリコーダー演奏と
募金活動を行いました。

★平成23年12月3日
（土）
フクダ電子アリーナにて、ジェフユナ
イテッド市原・千葉の選手などと社協職
員で募金活動を行いました。

★平成23年12月5日
（月）
ＪＲ新検見川駅周辺にて、花園小学校児
童（約160名）及び花園地区部会と社協
職員で募金活動を行いました。

一人ひとりのやさしさが
私たちのまちの福祉を支えています
【この他に募金活動にご協力いただいた団体】
●千城台北小学校 ●千葉商業高等学校 ●千葉経済大学附属高等学校
●千葉女子高等学校 ●淑徳大学 ●御成台、千城台西・北地区部会
●千葉市赤十字奉仕団 ●緑区赤十字奉仕団 （順不同）

★平成23年12月10日
（土）他
ＪＲ千葉駅前などで、植草学園大学
附属高等学校生徒と社協職員で募金
活動を行いました。

★平成23年12月17日（土）・18日（日）
緑区役所前及びＪＲ鎌取駅周辺にて、
桜林高等学校ボランティア部生徒と
社協職員で募金活動を行いました。

―実績報告―〔平成24年１月30日現在〕
赤い羽根共同募金【一般募金】

平成23年度実績額

合

24,936,035円
573,319円
669,000円
1,605,637円
1,240,386円
74,770円
100,100円
2,599,299円

31,798,546円

計

―共同募金の流れ―

赤い羽根共同募金【歳末たすけあい募金】
募 金 内 訳

募 金 内 訳

戸別募金（各世帯からの募金）
街頭募金（通行人からの募金）
法人募金（企業からの募金）
学校募金（児童・生徒からの募金）
職域募金（従業員・職員からの募金）
イベント募金（催しに集まる方からの募金）
個人募金（個人の方からの募金）
その他の募金（各種団体などからの募金）

戸別募金（各世帯からの募金）
街頭募金（通行人からの募金）
法人募金（企業からの募金）
学校募金（児童・生徒からの募金）
職域募金（従業員・職員からの募金）
イベント募金（催しに集まる方からの募金）
個人募金（個人の方からの募金）
その他の募金（各種団体などからの募金）
合

計

30,300円
552,070円
20,000円
4,387円
467,207円
733円
20,000円
51,000円

1,145,697円

―社協を通じて共同募金の助成を受けた団体からの声―
【東千葉地区部会】いきいき菜の花サロン

募金

平成23年度実績額

平成23年6月15日（水）
会場：東千葉住宅地集会場

【はまかぜ保育園】親子運動遊び
平成23年10月1日（土）
会場：幸町公園

千葉県共同募金会千葉市支会
千葉県共同募金会
募金額の約60％

千葉市社会福祉協議会へ

募金額の約40％

県内各種施設・団体

●高齢者や子育て中の親子を対象としたふれあい・いきいきサロンや
子育てサロン等の地域住民主体の活動の振興
●在宅高齢者を対象としたふれあい食事サービスへの助成
●民間保育園が実施する事業への助成（遠足や運動会など）
●市内障害児・者施設への運営費助成
●ボランティアセンターの運営、ボランティアの育成
などに使われています。
※歳末たすけあい募金は、全額市社協に助成されます。

「いきいき菜の花サロン」は、地域の高齢者や
地域住民の交流の場です。この日は、千草台東
小の児童さんと将棋・囲碁などで真剣勝負！
今後も支えあいの街づくりを進めていきます。
ご支援ありがとうございました。

問合せ先
千葉県共同募金会千葉市支会
（千葉市社会福祉協議会内）

ＴＥＬ ０４３（２０９）８８６８
ＦＡＸ ０４３（２０９）８８６６

大好きなミルフィーユと
ハーブティーで
ほっとひと息♥

本会マスコットキャラクターとして誕生した
「ハーティちゃん」
！
これからどんどんみんなのところへ遊びに行くよ(^O^)／

ハーティちゃんシール市内小学校へ

ハーティちゃんがシールになってひと足早くデビューしました。
いち早くハーティちゃんを知ってもらうために、将来の地域福祉の
担い手として期待される小学生の皆さんへお届けしました。
★次回の「ハーティちゃん tea room」をお楽しみに！
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子ども達手作りの万国旗が揺れる中、地域の方
と一緒に親子運動遊びを行いました。購入させ
ていただいたフープでの親子競技、わらべうた
など、みな楽しいひとときでした。

ハーティちゃん クイズ

Q：新しく誕生した本会マスコット
キャラクターの名前は？

次の①～④までの内容をご記入の上、ハガキにてご応募くださ
い。抽選でハーティちゃんシールを10名様にプレゼントします。
なお、発表は当選者への発送をもって代えさせていただきます。
①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④年齢
締切：
４月27日
（金）
必着

ヒント→○ ―ティちゃん

送り先 千葉市中央区千葉寺町１２０８－２ 【個人情報】の取り扱いについて
個人情報は抽選及び発送以外
千葉市ハーモニープラザＣ棟３階
千葉市社会福祉協議会 支援係 宛 の目的には利用いたしません。

情報ぷらっとほーむ
ボランティア活動をはじめるときに

東日本大震災以降、千葉市より被災地へボランティアに参加される方々か
らボランティア活動保険への加入方法について問合せがあります。
保険及びボランティア登録についてご紹介します。

ボランティア活動保険加入方法

ボランティア活動保険には一般の活動向けの基本タイプと活動中の天災に
ついてもカバーする天災タイプがありますが、被災地で活動される方は必ず
天災タイプに加入してください。千葉市ボランティアセンター・各区ボラン
ティアセンターにてお申込いただけます。
所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名（フルネーム）または

ご捺印の上、保険料を添えて、最寄りのボランティアセンターにご提出いた
だき、手続きが完了します。保険料は各プランによって異なります。
ご加入プラン
補償内容によりＡプラン、Ｂプランが
Ａプラン Ｂプラン
あり、それぞれに天災タイプがあります。
基本タイプ ２８０円 ４２０円
詳しい内容は、お問い合わせください。
天災タイプ ４９０円 ７２０円
保険期間は毎年４月１日～翌年３月31日になります。
（途中加入の場合、
原則、
手続き完了の翌日から当該年度３月31日までになります）

また、ボランティアセンターでは窓口にてボランティア登録を受け付けて

います。あらかじめ登録いただくことで、ボランティア活動の情報をスムー
ズに提供できるようにするためのものです。
皆様のボランティア登録、ボランティア活動をお待ちしています。

問合せ
千葉市ボランティアセンター

043-209-8850

中央区ボランティアセンター

043-221-2177

花見川区ボランティアセンター

043-275-6438

稲毛区ボランティアセンター

043-284-6160

若葉区ボランティアセンター

043-233-8181

緑区ボランティアセンター

043-292-8185

美浜区ボランティアセンター

043-278-3252

ご寄付のお礼

成年後見支援センターのご紹介

センターでは、判断能力が十分でない方であっても住み慣れた地域
で安心して暮らせるよう「成年後見制度」の利用に関するさまざまな
相談をお受けしています。相談に係る費用は一切無料です。お気軽に
ご利用ください。
＜センターでお手伝いできること＞
○成年後見制度に関する一般相談（随時）
○弁護士による法律相談（第１・３木曜日、事前予約制）
○家庭裁判所への申立て手続きの支援
○勉強会や講習会などへの講師の派遣（出前講座）
この他、市民後見人の養成、法人後見業務などに取り組んでいます。
＜成年後見制度とは＞
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を
法律的に保護する制度で、本人の権利を守る援護者
（成年後見人等）
が
本人に代わって不動産や預貯金などの財産を管理し、また必要な介護
サービスを利用できるよう契約などをするものです。
千葉市成年後見支援センター
場
所 千葉市ハーモニープラザ Ｃ棟３階
受付時間 月曜日～金曜日の９時から17時まで
（祝日、
年末年始除く）
電
話 043-209-6000
FAX 043-209-6021
URL www.chiba-shakyo.com/sc/
e-mail seinenkoken@chiba-shakyo.com

生活福祉資金貸付制度のご案内

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯の
生活の安定を図るため、資金の貸付と必要な相談支援を行う制度です。
使途に応じて、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担
保型生活資金の４種類があります。
ご相談・お申込みはお住まいの各区事務所で受け付けています。
中 央 区 事 務 所 043-221-2177

花見川区事務所 043-275-6438

稲 毛 区 事 務 所 043-284-6160

若 葉 区 事 務 所 043-233-8181

緑 区 事 務 所 043-292-8185

美 浜 区 事 務 所 043-278-3252

※初めて来所される際はできるだけ事前にお電話にてご連絡をお願いします。

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成23年11月～平成24年1月

順不同・敬称略

【社会福祉事業資金】
十八会
木之本 静枝
東京ガス幕張ビル
千葉市質屋協同組合
日蓮宗千葉県東部宗務所
ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所 ＪＦＥちばまつり実行委員会
株式会社いなげや千葉桜木店（2回）
社会福祉法人愛の園福祉会 幕張海浜保育園
生浜公民館設置募金箱
宮崎公民館設置募金箱
松ヶ丘公民館設置募金箱
中央いきいきプラザ設置募金箱
蘇我いきいきセンター設置募金箱

【交通遺児基金】
ネクセリア東日本株式会社 パサール幕張

第１０４地区民児協（2回）

第１０５地区民児協

第１１２地区民児協

第４１０地区民児協

【ボランティア基金】
藤川 勇（３回） 五十嵐 治子（３回） ヤックス仁戸名店

森倉商店

としまや弁当 生実店

㈱エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱

炭火焼肉 樹苑

【物品】
千葉県理容生活衛生同業組合 中央支部（有志会）

JFEスチール㈱東日本製鉄所
JFEちばまつり実行委員会 様

賛助会員のご紹介

美容ボランティアCHIBA

ネクセリア東日本株式会社
パサール幕張 様

千葉県理容生活衛生同業組合
中央支部
（有志会）様

美容ボランティアCHIBA 様

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成23年11月～平成24年1月

順不同・敬称略

秋元 孝敏
宇留間 綾子
吉田 睦子
日暮 節子
相楽 弘子
武井 雅光
吉田 裕子
小野口 寿一
宮本
勉
マリンムラヤマ
書星会
本行寺
㈱トーカイ
山王幼稚園
㈲仲吉商会
㈲田原海事
㈱鳥海測量
立正安国会
㈲宮崎興業
㈱松原建設
㈱京葉リース
㈱プロテクト
（医）柏戸病院
岡崎歯科医院
協和クリーン㈱
東野福受商工㈲
㈱京葉エナジー
㈲なりたホテル
市原警備保障㈱
浜野 長嶋内科
関東ヂーゼル㈱
全労済千葉県本部
㈲松崎建築事務所
京王自動車工業㈱
法人会 生浜支部
榎本建築設計事務所
株式会社ガードワン
ダイハツ千葉販売㈱
マルシン興産株式会社 Ｋマート店
学校法人 千葉経済学園
学校法人 千葉敬愛学園
中央労働金庫千葉県本部
ＪＦＥ鋼板㈱千葉製造所
㈱千葉まほろば蘇我本館
ケアハウスはつらつ浜野
㈱セレモ千葉駅北口ホール
㈲新宿ラヂエーター研究所
医療法人社団翠明会山王病院
学校法人畠山学園はまの幼稚園

次回発行予定は平成24年６月15日（金）

2012.３.15 No.77

4

